サービス
ビ 等利用計画
の作成を始め
めました。
【計
計画相談
談支援事業】

編集・発行：新宿区立あゆみの
新宿区立あゆみの家
元 気 に マ ジ メ に 笑 顔 を つ な ぐ

あゆみだより
あゆみの家では、利用者・保護者の皆
さんと職員の交流や親睦のための父母

返った事業実績報告の数字からあゆみ

1,037
37 用者数で月平均では 86

スの利用を希望する方は、サービス等利

の家の特長が見えるので紹介します。

名の方にサービスを提供しました。あゆ

用計画の作成が必要になりました。あゆ

みの家の浴室は、普通の大型浴槽とスト

みの家は５月にこの計画を作成できる

利用者の通所率を示す

レッチャーに乗ったまま入浴できる機械

特定相談支援事業所に指定されたので

数ですが、過去５年間が

浴槽があります。

今年度の新規事業としてサービス等利

平成２５年度の１年間の活動をふり

88％

入浴サービスの年間利

平均８２％だったので２５年度はと
ても高い通所率でした。ここ３年で特別
支援学校を卒業した元気な若者が 6

平成２７年３月までに障害福祉サービ

用計画の作成を始めました。

11
, 50

月平均の医療的ケア
の提供件数です。生活

◎対象者：身体障害者、知的障害者
（１８歳未満の方を除く）

名加わったことや病気や入院で休みが

介護と土曜ケアサポートでケアを提供

◎利用方法：計画はご自分で作成する方

ちだった方が元気に通えるようになっ

していて、吸引や吸入、経管栄養、導尿

法と特定相談支援事業所で作成する

たことが通所率を上げました。

等９種類のケアを提供しています。生活

方法があります。あゆみの家に計画の

介護の利用登録者は８名です。

作成を依頼する場合は、区に利用申請

50％

最も多い欠席理由は「病
気、発作、通院、入院」

で約５０％を占め、次に多いのが「家庭

をしてあゆみの家と利用契約を結んで

18件

ヒヤリハットの報告

から作成します。

件数です。この数字が

◎利用日時：月曜日から金曜日（祝日及

の事情」の３０％、他の福祉施設やサー

少ないからいいと一概には言えません。

び年末年始休みを除きます）午前９時

ビス利用が２０％と続きます。

様々な気づきや報告を教訓にして安全・

から午後５時まで。

安心をどのように高めるのかという取り
短期入所の年間宿泊日

211日 数です。あゆみの家の

短期入所は１床で日中ショートステイも
ここで行っています。短期入所の利用者

組みが大切です。

◎利用料：原則として利用料の負担はあ
りません。
◎担当：相談支援専門員１名（門馬）

40名

あゆみの家の常勤職員数
です。職種別にみると生

の４割が男性、6 割が女性で、女性の利

活支援員３２名、看護師４名、運営係２名、

用が多いのがあゆみの家の特長です。

所長、副所長という構成です。

計画作成補助員１名（濱田）
◆相談支援専門員から…
始めまして、計画相談支援事業を担当
いたします門馬（もんま）です。今年の
５月からサービス等利用計画の作成を

50％

土曜ケアサポートの利用
登録者のうち約５０％は

60％

職員の有給休暇の取得率

始めました。現在、あゆみの家のご利用

です。運営移管の１年目

者の皆様から、たくさんのご依頼をいた

あゆみの家の利用者で、あゆみの家以外

が５０％を下回る状態（全産業の平均は

だいています。高齢者の

の施設を利用している方も 50％いま

５０％）だったので相当改善しました。

ケアプランを作成した

す。利用申し込みは毎回２５名程度あり

業務に慣れてきたことやチームワークの

経験を参考にしなが

ましたが、毎回１、２名が病気や急用で

向上に努めた成果だと思います。また職

ら、より良い計画と

お休みになったため実際の利用者数は平

員のメンタルヘルス研修や衛生委員会の

なるよう努力しますので

均２３名でした。

発足等の取り組みも始めました。

宜しくお願い申し上げます。

会共催行事を５月下旬に開催していま
す。今年も５月３０日に「あゆみ運動会」
と銘打って屋内ホールや中庭で開催し
て、歓声や笑い声に包まれ、とても盛り
上がりましたが、舞台裏では担当職員が
気配りや下働きで何かと苦労していま
した。
運動会は利用者の皆さんの体力や健
康を考えて午前中の１時間半行いまし
た。それでも今年は真夏日が続いていた
ので木陰を利用したり、水分補給をこま
めにとるとか、体温調整が難しい方は廊
下での参加にしました。種目は、利用
者・保護者の皆さんによる「グループ対

４年 ７月 ２８日発
０１

No.1 9 9

５月の真夏日に
あゆみ運動会を
父 母 会 共 催行 事
開催！

事業実績

新規事業として

行

平成２５年度の

新宿区立あゆみの家は、平成２４年４月から社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会が管理・運営しています

２

数字で見る・・・

抗玉入れ合戦」
「職員によるグループ対
抗綱引き」最後にグループのリーダー、
サブリーダーによる組体操でした。
保護者の皆さんのアンケートでは、や
はり屋外利用や暑さの心配や留意点に
ついての意見が多く出ましたが .「綱引き
と組体操はメチャおもしろいかった！」
「来年も利用者、保護者が参加できるよう
にさらに工夫を！」等、内容について
は、十分楽しんでいただけた . ようです。
父母会からは飲物の差入れをいただ
き、福祉ホームの職員や音楽大学の学生
さん、通所バスの添乗員や運転手さんも
ボランティアとしてお手伝いをしてい
ただきました。
「職員だけでなく、
協力事業所やボランティアの皆
さんと一緒に施設作りを進め
たい」という趣旨が実感で
きるイベントになりました。
●あゆみだより：編集・発行／新宿区立あゆみの家
●あゆみ
ゆ だよ
だ り：編集
編 ・発行／
行 新宿
新 区立
区 あ
電話（３９５３）１２３０ ＦＡＸ（３９５３）１０５３
●メール ayuminoie@pony.ocn.ne.jp ホームページ http://ayuminoie.org 検索「施設概要 あゆみの家」と入力して下さい。
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アユミン谷の 仲 間 た ち

アユミンと
ノイエの
「土曜ケアサポート」
よもやま話

その②

しながら、ああ、どうしたらいいの

アハハ！そうね。…で、こ

そうね～、熱い部分ととっ

そうよね。そもそも、
「土曜

言えるわけでしょ。思わぬところで

～！？ってなっちゃったりとかね。

ないだの土曜ケア担当のミ

ても冷静な部分と、絶妙な

ケア」は、誰もやったこと

役にたてて、アユミンは「あゆみの

ン谷」と呼ばれる村があるそうな。

そう…。確かに、普段のあ

ーティングでも、自信をつ

バランスで頑張ってるよ。

のない新しい取り組みで、

森」の新たな歴史に立ち会えるのか

村の中心「あゆみの森」で始まった

ゆみの森では、あまりお目

けてきたある職員が、
「そろそろさぁ、

毎月の利用決定通知書に間違いがな

どこにどういう影響が出てくるのか、

にかかれない光景ね…。

１階と２階合同で、何かできないか

いかどうかをダブルチェックしたり、

今後どういう風に展開していくのか、

うう、アユミンって…ほん

も、もうすぐ２年…。そんなある日、

あるいは、こんなこともあ

な。季節のいいうちに、みんなで中

週毎に土曜出勤する職員が変わるか

まだ未知数だし、新たな可能性を秘

とお人好しだねぇ
（涙）
。ま、

あゆみの森に棲みついている妖精ア

ったわ。最初のうちしばら

庭に集まって“ あおぞらパーティー ”

ら配置表を作成したり、送迎バスの

めた取り組みだともいえるわよね。

あんたが密かに、みんなを

ユミンのところに、知りたがり屋の

くは、みんなから離れて独

とか、どうかな？」とか、
「新しいこ

利用人数や添乗員の配置、給食の提

妖精ノイエが訪れて、質問攻めが始

りでポツンと座っていた人が、ある

とも始めたい！」って、意見を出し

供数の確認等、地味で事務的な作業

まりました。ピュアでのんびり屋の

時、職員の背中をツンツンって指で

てきたりしてるの。でも…。

もけっこうあるみたい。

アユミンが、心配性のノイエの質問

つついてきたの。翌週以降、ツンツ

その気持ち、わかる…。そ

にひとつひとつ見たまま、感じたま

ンからスリスリ…って触る面積が増

まを語っていきます。

（前回までのお話）ふと迷い込んだ
新宿区の外れ…そこには、
「アユミ

「土曜ケアサポート」なる取り組み

も…なんて、誇らしいくらいよ！

見守って陰で支えてるうちは、大丈

土曜に増えた“ 楽しいこと ”

夫かもね！

みんなが手探りで、ここま

土曜ケアを利用している保

週１回といっても気が抜け

で頑張ってきたのよね…そ

護者の方の中には、
「月２

れをやり始めると、
「日中一

ない作業で大変ね。まあ、

れぞれの立場からの色々な

回土曜ケアを利用すると、

えてきて、ついにはじゅうたん上で

時支援」の枠組みを超え

何の仕事でも気は抜いちゃ

意見や事情もあるんだろうけど…、

１年間では２４日になって、ちょう

ガバっ！と職員を押し倒して、その

ちゃうんじゃないかな、親御さん達も

でも…でもね！とにかく、あゆみの

ど１か月余分にあゆみの森でサービ

後は毎回、組んずほぐれつのプロレ

期待したり、あるいは逆に心配した

でも、そういう面倒な事務

森や近くの森で暮らす利用者にとっ

スを受けたことになります。職員の

土曜ケアの２階の住人さん

スごっこが大好きになっちゃったり

り、職員達もプレッシャーを感じて、

作業以上に、土曜ケアの自

て、土曜日に楽しいことが増えて、

皆さんの苦労や頑張りに心から感謝

達…それはそれは個性豊か

とか…。あれはもう、可愛くて微笑

どんどん内容がエスカレートしたり、

体が、やっぱりやりがいが

良かったなあって思うんだ。

します」と、激励してくださる方も

な人達なのよ！ふだんつき

ましくて、こっちまで嬉しくなっち

結局、大変になっちゃってもねぇ…

あるんだと思うの。さっきも言った

そもそも「土曜ケア」が実現できた

いたの！そのノートを見た瞬間の、

ゃったなぁ。

みたいなことでしょ？

みたいな、いろいろなドラマに笑っ

のも、
「あゆみの森」みたいな場所が、 職員の嬉しそうな表情ったら！これ

刺激的な２階の住人さん達

あっているあゆみの森の住人さんと

いけないだろうけど。

はひと味もふた味も違うから、職員

へぇ～、土曜日だけの積み

ノイエの言う通りなんだけ

たり涙したり、武者修行できて、視

お堅いお役所が運営する森から、ア

だから、
「あゆみの森」のドラマか

も「何かあっちゃいけない！」なん

重ねで、そういう変化もあ

ど、その職員の気持ちもわ

野が広がったり…いいこと、嬉しい

ユミン谷の仲間達による民間法人の

らは、目が離せないの…。

て、そりゃもう緊張してガチガチ

るのね、素敵だわ！

かるんだぁ。だって、こん

こともいっぱいあるからね。

柔軟な運営になったからできたとも

で、こっちまでドキドキしちゃっ

なにみんなが一同に集まることって

“ 居ながら武者修行 ”

た！

ないし、せっかくやるなら、少しで

無理もないわよねぇ…たと

もちろん、ただ愉快なこと

も楽しいものにしたいし、マンネリ

えば、どんな人達が、どん

ばっかりじゃなくて、机を

仕事はしたくないからね。でも…大

な風に過ごしてるの？

ちゃぶ台返ししちゃう人の

変になりすぎるのも困る…っていう

すっごくちょこまか動いて、

配慮とか…。パニックに繋がらない

お気に入りの職員に抱きつ

穏やかな空気を作る努力は欠かせな

いて手をつないでひっきり

いし、毎週毎週、手に汗握るドラマ

なしに走り回る人とか…。全く逆の

が繰り広げられるんだけど…でも、

悩ましいわね…。そういえ

こだわりポイントを持っている二人

そういう中で職員が、支援の幅をど

ば、
「土曜ケア担当」ってい

がいて、ひとりが、部屋の中のある

んどん拡げていっているのね。

う職員の役割って、新宿区

ね。色々、板挟みなんだよね。

「土曜ケア」のやりがい

モノをどこかへ片付けると、もうひ

なるほどねえ。よその森に

の直営時代にはなかった役割よね。

とりがそれを探し出してきて元に戻

出向いて「１日業務研修」

やっぱり、新規事業だから理想に燃

す、するとまたそれが気になってど

ぐらいのことはあっても、

えた熱い精鋭職員が集まってるのか

こかへ…、
という「片付ける」と「戻

居ながらにして毎週、武者修行がで

しら？「土曜ケア担当」って、どん

す」の繰り返しとかね。職員も苦笑

きるなんて、ラッキーよね！

なことをしてるの？
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ボランティア募集中！
1. 活動内容

３．謝礼金

手作りボランティア

①あゆみ祭・合宿のボランティア

活動内容や時間数により謝礼金を

②音楽ボランティア

お支払いします。また、音楽や体操 布地を利用した小物を作って頂ける
等、内容の専門性に応じて講師謝礼 方を募集中です。空き時間に施設内

③料理ボランティア
④手作りボランティア
⑤日中活動ボランティア
⑥1 日体験ボランティア
２．活動日時
①は、行事の開催日
②～⑥は、ご希望日を相談の上
９：３０～１５：３０を基本に。

金をお支払いします。１日体験ボラ でもご自宅でもできます。ご協力い
ンティアは謝礼金の対象外です。
ただける方は、ぜひ、ご連絡下さい。
４．ボランティア保険
活動中の事故や怪我に対してボラ
ンティア保険を適用します。
５．服装
動きやすい服装で上履きを持参。
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ボランティアさん
が製作した小物

までは子供たちを相手に癒されたり、元
気をもらうという感じでしたが、重度・
重症の施設を訪問することになって「福
祉」の問題というよりも「差別」や「自
立」「人権」「生きる」とは何かを根源か

あゆみの家を運営する法人の役員でもある所長に

ら考えざるを得なくなりました。

この仕事に対する思いや職員に伝えたいことを聞きました。

（そこで出会った人たちのことや法人立
ち上げの話は次号で紹介します。）

●所長は、いつ頃から障害者福祉の仕事

の手伝いや休み時間に校庭で子供たち

たが、お母さんが病気がちだったので母

をしているんですか？

と一緒に遊びました。普通学級の子供た

親代わりのように振る舞って、年下の子

学校卒業後のサトル君と再会。

■仕事で関わるようになって２０年くら

ちももの珍しげに集まってきて、ケンイ

は誰でも我が子のように面倒を見ていま

サークルは、私が卒業後も２０年近く

いですが、その前に２０年くらいボラン

チ君は「僕たちの先生だ！」とスーパー

した。みんな、とても個性的で心優しい

続きましたが、子供たちが、今、どんな

ティアとして関わっていました。最初の

ヒーローが現れたように自慢していまし

愉快な子供たちでした。

生活をしているのかはわかりません。私

関わりは、田舎から東京に上京した大学

た。ユウジ君は私の耳元で「先生がいる

●そういう体験を通じて将来は障害者福

が就職して３年目頃にサトル君が生活保

生の時です。

からもういじめられないよ」とうれしそ

祉の仕事をしたいと思うようになったん

護施設に入っているという話を聞いて訪

●なぜボランティア活動を始めたんです

うに言いました。

ですか？

ねたことがあります。

散歩プログラムの新名所

忘れられない
言葉と風景

でいずれも成人の入所施設でした。それ

わが街、落合 ⑦

療育センター、もう１カ所は多摩更生園

あゆみの家の玄関を出て３分ほど
のところに「どうしてこんな住宅地
の中に真っ赤な電車が？」と不思議
な光景が目に入ります。電車の向こ
うにはガラス張りのショールームが
見えます。ここが、今回訪問する「ホ
ビーセンターＫＡＴＯ」です。あの
赤い車両、あゆみの家にとっては、
もうお馴染みのものです。
「ホビーセンターＫＡＴＯ」（以下、

か？

子供たちにうけたのは、肩車や背中を使

■それは考えませでした。子供たちに会

私は、サトル君の底抜けに明るい笑顔を

■当時、目黒区に住んでいて奨学生とし

った滑り台、両手をつないで体を回すジ

うと生き生きしていたけれど、それ以外

思い浮べて再会が本当に楽しみでした。

て新聞配達をしていましたが、田舎者だ

ャイアント・スイングでした。マモル君

の場では廃人みたいだったから…。そこ

部屋に入るとサトル君は、壁に向かって

ったので東京の生活になじめなくて５月

は言葉の発語がない自閉症児でしたが、

で１日でも多く会いたいと思って土日に

黙々とボールを転がしていました。

ターは以前から現在地で営業してい

病になってしまいました。親には何かと

超肥満体だったのでお母さんは腰痛に悩

公園に子供たちを集めて遊ぶことにしま

１８歳くらいになって体はすっかり大人

ましたが、2013 年にビルの立て替

苦労をかけてきたので田舎に逃げ帰るわ

まされていました。ある日、マモル君が

した。ある日、家まで子供たちを送り届

でした。「サトル、矢沢先生だよ。」とお

え工事のため東新宿に移転し、今年

けにもいかないし、大学は休んでばかり

自分から私の両手を握り強く引きまし

けた時に「あなたの卒業後に子供が寂し

母さんが言っても反応はありません。ボ

の１月にリニューアルオープンしま

で友人もできなかったので途方に暮れて

た。ジャイアント・スイングを始めると

がるだろうなあ」という親御さんの話を

ールが脇にそれた際に私の方を振り向き

いました。

お腹の底から雄たけびをあげるように大

聞いて、大学内に障害児を応援するサー

ましたが、昔の面影があったものの能面

そんな時、新聞配達の途中で障害児が公

きな声で「ウォー、ウォー」と叫びまし

クルを作ることにしました。

のように無表情でした。私は、どんな言

園の砂場でいじめられている姿を目撃し

た。サトル君は「声が出た！声が出た！」

そのおかげで私も大学に通うようになっ

葉をかけたらいいのか思い浮かびません

ました。自分のためにがんばる気力はな

と飛び跳ねています。

て友人や仲間もできて、一人ではできな

でした。昔話をしてもお母さんの「そう

かったのですが、「あの子のために何か

「偶然、お母さんがその光景を見ていて、

かったこともできるようになりました。

でしたか」というつぶやきが返るだけで

したい」という気力がわいてきました。

うれしくて泣いていたそうだよ。いつも

子供たちを動物園や飛行場に連れ出した

会話になりません。結局、１５分ほどで

そこで近所の心障学級を訪ねて「何かお

“ 疲れた、疲れた ”が口癖のお母さんだ

り、クリスマス会等のイベントもできる

帰ることにしました。玄関で「もう来な

ようになりました。

いで下さい」とお母さんが申し訳なさそ

手伝いがしたい」とお願いしました。

から本当にうれしかったんだね」と後日、

教員を目指していたわけでもないのです

先生から聞きました。

が、定年間近の担任の先生は「私は歳だ

サトル君は、お父さんが昔、紙芝居屋さ

は、他の家庭に比べて厳しい環境に置か

卒業後も支援が続くように…というこ

から子供たちと遊んでくれる学生さんは

んだっただけあって、お人好しで面倒見

れていました。ひとり親家庭、失業や貧

とでサークルを作ったのですが成人にな

ありがたい。すぐに来てもらっていいで

のいい子でした。マモル君が不機嫌にな

困、いじめ、親類縁者や地域での孤立な

っても支援が続く仕組みを作ることはで

すよ」と歓迎してくれました。

って大の字に寝てしまったり、他の子が

ど、自助や自己責任で解決できないこと

きませんでした。「私にとっては人生の

●昔の学校はずいぶん開放的だったんで

パニックになると真っ先に駆け寄って諭

ばかりです。

大恩人のこの子供たちのために何もでき

すね。その学校でどんな障害を持つ子供

したり、励まして、時には一緒に泣きべ

私は、大学では相変わらず落ちこぼれ状

なかったけれど、いつの日か、ライフス

たちに出会ったんですか。

そをかく子でした。マモル君には何度も

態でしたが、もう少し障害者福祉のこと

テージに応じて支援が継続できる仕組み

■４０年も前のことですが、当時の子供

どつかれ、パンチを浴びていましたが、

を勉強しようと思って、サークルのこと

や団体ができたらいいな…」と願わずに

たちの顔や名前は今でも覚えています。

涙を流しながらニコニコと諭している

は後輩に任せて身体障害者の現場にも足

いられませんでした。

中軽度の知的障害の子が中心で自閉症の

光景をよく見かけました。そんな光景に

を運ぶことにしました。

子や今なら発達障害の子もいました。

幾度となく心が揺さぶられました。

週２、３日、午前中に学校に行って授業

リエちゃんは、弟も同じ心障学級でし
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偶然かもしれませんが、障害児や家族

友人の紹介で訪問したのは、重度・重
症の障害者の入所施設で１カ所は府中

うに言いました。

（次号へ続く…）

ホビーセンター）は株式会社関水金
属が母体となって運営する、鉄道模
型のショールームです。ホビーセン

した。5 階建てビルの 1・2 階がホビー

センターです。 広く落ち着いた店内

店内をひと巡りしてきましたが、こ

には、世界の鉄道模型やジオラマが

こで注目したいのは、店内のバリア

整然と並べられて、それぞれが強い

フリー対応です。通路は車椅子やベ

個性を発揮して、活気あふれる空間

ビーカーがゆったり通れるほど幅が

を作っています。

広く、エレベーターと多目的トイレ

あゆみ
の
部屋

新人職員を
紹介します

今回の取材ではホビーセンターの

も完備されています。2 階フロアに

今年度、新たにあゆみの家に採用、

橋本さんに案内をして頂きましたが、

ある鉄道ビデオの放映コーナーや休

異動された「新人」を、わたくし新

メガネの下に穏やかな笑顔、鉄道の

憩用のベンチが設けられており、ひ

人の≪あゆみ≫が紹介します♪♪

と休みすることもできます。

皆さんに５つの質問。

ことを尋ねれば何でも即答してくだ
さる素敵な方でした。♥

①無人島に３つ持って行けると
したら何を持って行く？

さて、エントランスを抜けて 1 階

②もしも宝くじで１億円当選し

に入ると、目に飛び込んでくるのは、

たら何に使う？

特大サイズの鉄道ジオラマです。ジ

③今までで一番恥ずかしかった

オラマのなかで再現されている都市

ことは？

や郊外の風景の中を、いくつもの鉄

④タイムマシンに乗れるとした

道模型が快調に走り抜けていきます。

ら、どうしますか？

ジオラマは細部までとても精巧に作
られていて、顔を寄せてじっと眺め
てみれば、鉄道の車窓から見える本

⑤今までで一番美味しかった食
ジオラマの反対側には、模型の
ショーケースがズラリと並んでいます。

物の風景と見紛うほどです。周囲に

あゆみの家の近くを走る東京メトロ

巡らされたフェンスには、子ども用

や西武鉄道の模型も見つかりました。

の足台もあります。休日や放課後に
は、そこから身を乗り出して眺める
子供たちの様子が見えます。

べ物、飲み物は？

フロア奥には、ジオラマ作りに使う
樹木や建物の模型なども販売されて
います。模型は初心者向けセットや
子ども用セットからマニア向けまで
用意されていて、誰でも気楽に買物
を楽しむことができます。

案内役の橋本さんは「 ホビーセン
ターは、常に電車が走って楽しめる

体験コーナーやサービスカウンター

お知らせ

どんなこと？

②うーんって感じです。

支援学校の看護職）

③言えません

①チャッカマン・梨・毛布

④弥生時代に行き稲作を体験したい。

②その時の欲に任せようと思います。

⑤子供の頃、肉体労働をした後で食

③ごめんなさい、ヒミツ。

べた白米。山形県立石寺へ行く途中

④未来に行く。

で飲んだ湧水。

⑤北海道でたべた「ウニいくら丼」

⑥韓国語を学びたい。

と部活後に飲んだポストウォーター
♥田端

⑥富士登山。

さゆり（こだまＸグループ）

（前職：特養の介護職）
■金親

浩一：サンサングループ

（前職：ひまわりホーム）

①子供・お酒・食べ物
②ゴルフ練習場を作ります。

①ビールジョッキ・ビールサーバー・

③？？？

パクチーの種

④２０年くらい前に行って人生をや

②２～３年仕事を休み、自転車で旅

り直したい（プロゴルファーになり

■門馬

冷暖房を完備しており、空調にも配

目黒区社会福祉協議会）

をしながら世界中のビールを飲む。

たかったから…）

慮していますので、どなたでもふらっ

①本（雑誌含む）・漫画・ラジオ

③ロードバイクに乗っていて立ちゴ

⑤バンジージャンプとスカイダイビ

と お立ち寄りください」と おっしゃっ

②別荘を買いたいですね。残りは貯

ケした事

ング

ていました。皆さんもぜひホビーセ

金と寄付かな。

④江戸時代へ行き、日本中を歩いて

③小学校の時のいたずらです。

旅をしたい。

■田中

④中学時代に戻って、同級生に告白

⑤パクチー。かみさんが作ったニラ

コンビニ経営）

したいです。

レバ炒め。

①水・本・タバコ

⑤２０年位前に友人達とキャンプを

⑥トライアスロン！！

②海外旅行

ンターに立ち寄り、鉄道模型の展示

てみてください。
ちなみに、あの赤い車両、京浜急

豊：計画相談支援員（前職：

行のデハ 268 形で、50 年ほど前

⑥東南アジアに興味があるので、近

では、特大サイズのジオラマを走る

の車両（！）だそうです。一般公開

現代史を勉強したい。

鉄道模型を、自分でハンドルを操作

の予定があるかどうか伺ってみまし

して動かすことができます。ジオラ

たが、老朽化が進んでおり難しいと

マが精巧に作られているだけに臨場

いうことでした。リニューアルオー

感は格別です。海沿いの線路を走れ

プンにともない、車両の外装を補修

ば、まるで水平線上に入道雲が見え

しており、これからさらに内装も補

るよう（？）

修する予定だそうです。

（火）
にあゆみの家で開催！
第４回つながるカフェ ７月２９日
「障害」
をどう理解したらいいか？をテーマに外見ではわかりづらい障害を抱える方に対する理解をどう進めた
らいいのか？福祉制度の谷間に放置されている人達のために身近な地域で何ができるのか考えてみます。

♥木村

仁美：あおぞらグループ

（前職：あゆみの家の非常勤）

美樹：リハビリ計画リーダー

（前職：障害者施設ＰＴ職）

④乗りません
⑤温泉グループの利用者ともっと交
流を深めること

①本・枕・画材
♥渡邉

毅：温泉グループ（前職：

③う～ん、思い出せない

した時の「豚丼」

が設けられています。体験コーナー
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理緒：医務室（前職：特別

ようになっているショールームです。

を楽しみ、お気に入りの車両を探し
2 階フロアには、鉄道模型の運転

⑥今年チャレンジしたいことは

♥前田

②茶室のある庵を建てる
③歳いって恥ずかしいことはもう霧

♥荒幡

あゆみ：サンサングループ

前職（知的障害者入所施設）

①海水を飲水にできる道具・どこで

散した

も電波が入るラジオ・ドラえもん

④今いない人に会って、感謝のこと

①子供・アイフォン（音楽と写真が

新宿にマンションを買う

ばを伝える

いっぱい入っている）・電池

②新宿にマンションを買う

⑤山頂のコーヒーやスイカ

②半分は母へ。半分は豪遊。

③たくさんありすぎて？？？

⑥あゆみの家のおしごと

③恥ずかしくて、言えない…。
④大切な人が事故で亡くなる直前に

④自分の前世を見てみたい
⑤最近ではミノストップのマンゴー
パフェです。
⑥合宿初参加なのでとても楽しみ！

■黒木

将器（こだまＸグループ）

（前職：介護派遣事業所）
①何も持って行きたくないです
- 7 -

戻って、事故を起こさないように阻
止します。
⑤健康的に痩せる。痩せてみせる！

サービス
ビ 等利用計画
の作成を始め
めました。
【計
計画相談
談支援事業】

編集・発行：新宿区立あゆみの
新宿区立あゆみの家
元 気 に マ ジ メ に 笑 顔 を つ な ぐ

あゆみだより
あゆみの家では、利用者・保護者の皆
さんと職員の交流や親睦のための父母

返った事業実績報告の数字からあゆみ

1,037
37 用者数で月平均では 86

スの利用を希望する方は、サービス等利

の家の特長が見えるので紹介します。

名の方にサービスを提供しました。あゆ

用計画の作成が必要になりました。あゆ

みの家の浴室は、普通の大型浴槽とスト

みの家は５月にこの計画を作成できる

利用者の通所率を示す

レッチャーに乗ったまま入浴できる機械

特定相談支援事業所に指定されたので

数ですが、過去５年間が

浴槽があります。

今年度の新規事業としてサービス等利

平成２５年度の１年間の活動をふり

88％

入浴サービスの年間利

平均８２％だったので２５年度はと
ても高い通所率でした。ここ３年で特別
支援学校を卒業した元気な若者が 6

平成２７年３月までに障害福祉サービ

用計画の作成を始めました。

11
, 50

月平均の医療的ケア
の提供件数です。生活

◎対象者：身体障害者、知的障害者
（１８歳未満の方を除く）

名加わったことや病気や入院で休みが

介護と土曜ケアサポートでケアを提供

◎利用方法：計画はご自分で作成する方

ちだった方が元気に通えるようになっ

していて、吸引や吸入、経管栄養、導尿

法と特定相談支援事業所で作成する

たことが通所率を上げました。

等９種類のケアを提供しています。生活

方法があります。あゆみの家に計画の

介護の利用登録者は８名です。

作成を依頼する場合は、区に利用申請

50％

最も多い欠席理由は「病
気、発作、通院、入院」

で約５０％を占め、次に多いのが「家庭

をしてあゆみの家と利用契約を結んで

18件

ヒヤリハットの報告

から作成します。

件数です。この数字が

◎利用日時：月曜日から金曜日（祝日及

の事情」の３０％、他の福祉施設やサー

少ないからいいと一概には言えません。

び年末年始休みを除きます）午前９時

ビス利用が２０％と続きます。

様々な気づきや報告を教訓にして安全・

から午後５時まで。

安心をどのように高めるのかという取り
短期入所の年間宿泊日

211日 数です。あゆみの家の

短期入所は１床で日中ショートステイも
ここで行っています。短期入所の利用者

組みが大切です。

◎利用料：原則として利用料の負担はあ
りません。
◎担当：相談支援専門員１名（門馬）

40名

あゆみの家の常勤職員数
です。職種別にみると生

の４割が男性、6 割が女性で、女性の利

活支援員３２名、看護師４名、運営係２名、

用が多いのがあゆみの家の特長です。

所長、副所長という構成です。

計画作成補助員１名（濱田）
◆相談支援専門員から…
始めまして、計画相談支援事業を担当
いたします門馬（もんま）です。今年の
５月からサービス等利用計画の作成を

50％

土曜ケアサポートの利用
登録者のうち約５０％は

60％

職員の有給休暇の取得率

始めました。現在、あゆみの家のご利用

です。運営移管の１年目

者の皆様から、たくさんのご依頼をいた

あゆみの家の利用者で、あゆみの家以外

が５０％を下回る状態（全産業の平均は

だいています。高齢者の

の施設を利用している方も 50％いま

５０％）だったので相当改善しました。

ケアプランを作成した

す。利用申し込みは毎回２５名程度あり

業務に慣れてきたことやチームワークの

経験を参考にしなが

ましたが、毎回１、２名が病気や急用で

向上に努めた成果だと思います。また職

ら、より良い計画と

お休みになったため実際の利用者数は平

員のメンタルヘルス研修や衛生委員会の

なるよう努力しますので

均２３名でした。

発足等の取り組みも始めました。

宜しくお願い申し上げます。

会共催行事を５月下旬に開催していま
す。今年も５月３０日に「あゆみ運動会」
と銘打って屋内ホールや中庭で開催し
て、歓声や笑い声に包まれ、とても盛り
上がりましたが、舞台裏では担当職員が
気配りや下働きで何かと苦労していま
した。
運動会は利用者の皆さんの体力や健
康を考えて午前中の１時間半行いまし
た。それでも今年は真夏日が続いていた
ので木陰を利用したり、水分補給をこま
めにとるとか、体温調整が難しい方は廊
下での参加にしました。種目は、利用
者・保護者の皆さんによる「グループ対

４年 ７月 ２８日発
０１

No.1 9 9

５月の真夏日に
あゆみ運動会を
父 母 会 共 催行 事
開催！

事業実績

新規事業として

行

平成２５年度の

新宿区立あゆみの家は、平成２４年４月から社会福祉法人 新宿区障害者福祉協会が管理・運営しています

２

数字で見る・・・

抗玉入れ合戦」
「職員によるグループ対
抗綱引き」最後にグループのリーダー、
サブリーダーによる組体操でした。
保護者の皆さんのアンケートでは、や
はり屋外利用や暑さの心配や留意点に
ついての意見が多く出ましたが .「綱引き
と組体操はメチャおもしろいかった！」
「来年も利用者、保護者が参加できるよう
にさらに工夫を！」等、内容について
は、十分楽しんでいただけた . ようです。
父母会からは飲物の差入れをいただ
き、福祉ホームの職員や音楽大学の学生
さん、通所バスの添乗員や運転手さんも
ボランティアとしてお手伝いをしてい
ただきました。
「職員だけでなく、
協力事業所やボランティアの皆
さんと一緒に施設作りを進め
たい」という趣旨が実感で
きるイベントになりました。
●あゆみだより：編集・発行／新宿区立あゆみの家
●あゆみ
ゆ だよ
だ り：編集
編 ・発行／
行 新宿
新 区立
区 あ
電話（３９５３）１２３０ ＦＡＸ（３９５３）１０５３
●メール ayuminoie@pony.ocn.ne.jp ホームページ http://ayuminoie.org 検索「施設概要 あゆみの家」と入力して下さい。
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